
（単位：千円）

1. ケージーウィリアガール石油開発　株式会社（特定関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資 (59.87%)

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

2. ケージーバボ石油開発　株式会社（特定関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資 (55.61%)

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

3. 日本北イルクーツク石油株式会社（特定関連会社）

業務の概要

機構との関係 海外地質構造調査を円滑に実施するために設立

出資 (100.00%)

取引関連図 独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

日本北イルクーツク石油株式会社

2003年1月の日露首脳会談において「日露エネルギー協力に関する声明」及び「日露行動計画」が発表され、この一環
として上流開発協力を進めることとなった。その後2007年6月に日露間で提唱された「極東・東シベリア地域での日露
間協力強化に関するイニシアチブ」に含まれる、エネルギー安全保障のため極東・東シベリア地域における日露両国企
業の協力を促進する方針に基づき、ロシア連邦イルクーツク州においてIrkutsk Oil Companyと共同で地質構造調査を
実施するため、機構の100%出資をもって2007年9月に設立。今後はイルクーツク州北部のSevero-Mogdinsky鉱区での探
鉱作業に向けた調査を実施する会社を管理する予定。

インドネシア・パプア州ウィリアガール鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。1993年12月に事業に参加、同
月に石油公団で探鉱出資対象として採択｡探鉱の結果、隣接するベラウ鉱区にまたがる大規模ガス田を発見。1997年に
LNGプロジェクトとする方針となり、「タングープロジェクト」と命名。現在、2008年末の生産開始に向けて開発作業
を実施中。

ケージーウィリアガール石油開発㈱

インドネシア・パプア州バボ鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。1993年12月に石油公団で探鉱出資対象と
して採択、1994年1月に事業に参加。1994年試掘1号井は不成功に終わり、2005年4月にSaritu構造への試掘を予定した
が2005年8月に探鉱期限が到来したため、インドネシア政府との間で探鉱期間の延長について交渉していたが承認され
ず、事業終結。現在、鉱区放棄手続き中。

ケージーバボ石油開発㈱

 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要（平成19年度）

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構



4. 日本東シベリア石油株式会社（特定関連会社）

業務の概要

機構との関係 海外地質構造調査を円滑に実施するため設立

出資 (100.00%)

取引関連図

5. 日本レナ石油株式会社（特定関連会社）

業務の概要

機構との関係 海外地質構造調査を円滑に実施するため設立

出資 (100.00%)

取引関連図

6. Copiapo Enterprises Limited（特定関連会社）

業務の概要

機構との関係 海外地質構造調査を実施するために設立した特定関連会社の出資先

出資 (100.00%) 出資 (100.00%)
取引関連図

2003年1月の日露首脳会談において「日露エネルギー協力に関する声明」及び「日露行動計画」が発表され、この一環
として上流開発協力を進めることとなった。その後2007年6月に日露間で提唱された「極東・東シベリア地域での日露
間協力強化に関するイニシアチブ」に含まれる、エネルギー安全保障のため極東・東シベリア地域における日露両国企
業の協力を促進する方針に基づき、同地域における今後の地質構造調査を実施するため、2008年2月に日本東シベリア
石油株式会社（機構特定関連会社）の100%出資会社となる。今後は調査対象鉱区を選定し、具体的な調査計画を策定す
る予定。

Copiapo Enterprises Limited日本東シベリア石油

2003年1月の日露首脳会談において「日露エネルギー協力に関する声明」及び「日露行動計画」が発表され、この一環
として上流開発協力を進めることとなった。その後2007年6月に日露間で提唱された「極東・東シベリア地域での日露
間協力強化に関するイニシアチブ」に含まれる、エネルギー安全保障のため極東・東シベリア地域における日露両国企
業の協力を促進する方針に基づき、同地域における今後の地質構造調査を実施するため、2008年1月に設立。今後は調
査対象鉱区を選定し、具体的な調査計画を策定し、調査作業を実施する会社を管理する予定。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

日本レナ石油株式会社

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

日本東シベリア株式会社

2003年1月の日露首脳会談において「日露エネルギー協力に関する声明」及び「日露行動計画」が発表され、この一環
として上流開発協力を進めることとなった。その後2007年6月に日露間で提唱された「極東・東シベリア地域での日露
間協力強化に関するイニシアチブ」に含まれる、エネルギー安全保障のため極東・東シベリア地域における日露両国企
業の協力を促進する方針に基づき、同地域における今後の地質構造調査を実施するため、2008年1月に設立。今後は調
査対象鉱区を選定し、具体的な調査計画を策定し、調査作業を実施する会社を管理する予定。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構



7. 深海資源開発　株式会社（特定関連会社）

業務の概要

機構との関係

取引関連図 出資

出資

(51.45%) (100.00%)

(100.00%)

8. ITOCHU Oil Exploration (BTC) Inc.（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガス資産買収のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資 (48.56%)、債務保証

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

9. インペックス北カスピ海石油　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資 (50.00%)、債務保証

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

カスピ海沿岸（主としてACG油田）で生産される原油をアゼルバイジャン（Baku）からグルジア（Tbilisi）を経由しト
ルコ（Ceyhan）まで輸送するためのパイプライン事業。2002年10月に事業に参加、同年11月に石油公団で資産買収出
資・債務保証対象として採択。パイプラインの敷設作業は完了し、現在操業中。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

インペックス北カスピ海石油㈱

海鉱発フリエダ㈱

海外における鉱物資源の探鉱に必要な資金を供給するための出資を海外鉱物資源開発㈱に対し行い、海外鉱物資源開発
㈱から深海資源開発㈱に出資されている。

ITOCHU Oil Exploration (BTC) Inc.

カザフスタン・北カスピ海沖合鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。1998年9月に事業に参加、同月に石油
公団で探鉱出資対象として採択｡探鉱の結果、2000年7月にカシャガン構造を発見。 2004年2月に開発計画をカザフ政府
が承認。現在、開発作業中。カシャガン構造以外にKalamkas、Kairan、Aktote、Kashagan SW 各構造でも油・ガスを確
認し、現在、探鉱作業を継続中。

深海資源開発㈱

　機構は、深海資源開発㈱が行う探鉱に必要な資金の供給業務としての出資を海外鉱物資源開発㈱に対して行い、その全額が
深海資源開発㈱に対する出資となっている。このため、実態的には深海資源開発㈱の株式を所有しているものであり、平成18事
業年度末における機構の株式所有率相当が75.83％なっているため、連結財務諸表の作成を行っている。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

深海底の鉱物資源の調査及び探鉱

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

海外鉱物資源開発㈱



10. インペックス北カンポス沖石油　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資 (50.00%)

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

11. インペックスマセラアラフラ海石油　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資 (44.63%)

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

12. ケージーベラウ石油開発　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資(49.18%)

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

13. 日石ベラウ石油開発　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資(49.00%)

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

インドネシア・西アラフラ海マセラ鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。1998年11月に事業に参加、2000年
2月に石油公団で探鉱出資対象として採択｡ 2000年ガス・コンデンセートを発見。 現在、今後の開発移行に向け検討作
業中。

インドネシア・パプア州ベラウ鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。1989年12月に事業に参加、1990年4月
に石油公団で探鉱出資対象として採択｡探鉱の結果、隣接するウィリアガール鉱区にまたがる大規模ガス田を発見。
1997年にLNGプロジェクトとする方針となり、「タングープロジェクト」と命名。現在、2008年末の生産開始に向けて
開発作業を実施中。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

日石ベラウ石油開発㈱

ブラジル・カンポス沖合Frade鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。2000年12月に石油公団で探鉱出資対象
として採択｡2006年6月にFrade油田で開発移行し、2009年の生産開始に向けて現在開発作業中。

インペックス北カンポス沖石油㈱

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

インドネシア・パプア州ベラウ鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。1995年4月に石油公団で探鉱出資対象
として採択、同年7月に事業に参加。探鉱の結果、隣接するウィリアガール鉱区にまたがる大規模ガス田を発見。1997
年にLNGプロジェクトとする方針となり、「タングープロジェクト」と命名。現在、2008年末の生産開始に向けて開発
作業を実施中。

ケージーベラウ石油開発㈱

インペックスマセラアラフラ海石油㈱



14. モエコ南西ベトナム石油　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資 (36.55%)

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

15. モエコベトナム石油　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資／石油公団廃止に伴い機構が承継

出資 (38.29%)

取引関連図 石油公団

（機構が承継）

16. MOEX Gulf of Mexico Corporation（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資

出資 (58.88%)

取引関連図

17 シエコナミビアオイルアンドガス株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資

出資 (72.62%)

取引関連図

モエコベトナム石油㈱

ナミビア共和国海上Kudu鉱区における天然ガスの探鉱事業。2007年6月、高率出資適用案件として採択。2007年、評価
井掘削。現在、今後の開発移行に向け検討作業中。

モエコ南西ベトナム石油㈱

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

2007年7月、高率出資適用案件として採択。2008年3月、試掘1号井掘削開始。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

MOEX Gulf of Mexico Corporation

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

ベトナム・南西部沖合B鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。1996年2月に石油公団で探鉱出資対象として採
択、同年5月に事業に参加。1998年9月に隣接する48/95鉱区を追加取得（両鉱区併せてB鉱区と呼称）。探鉱の結果、
1997年に試掘1号井でガスを発見。現在、今後の開発移行に向け検討作業中。

シエコナミビアオイルアンドガス株式会社

ベトナム・南西部沖合52/97鉱区における石油・天然ガスの探鉱・開発事業。1999年10月に事業に参加、2000年6月に石
油公団で探鉱出資対象として採択｡2000～2001年にガスを確認。現在、今後の開発移行に向け検討作業中。



18. 帝石スリナム石油株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油・天然ガスの探鉱のための出資

出資 (45.12%)

取引関連図

19. INK-Sever（関連会社）

業務の概要

機構との関係 海外地質構造調査を実施するために設立した特定関連会社の出資先（関連会社）

出資 (100.00%) 出資 (49.00%)
取引関連図

20. 新潟石油共同備蓄　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油備蓄施設整備のための出融資

出資 (50.00%)、融資

取引関連図
返済、利息支払

21. 北海道石油共同備蓄　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油備蓄施設整備のための出資

出資 (50.00%)

取引関連図

　※　この他に機構との間で施設の一部利用に係る契約（営業収益）、

       個別役務契約（営業外収益）がある。

スリナム共和国海上31鉱区における石油探鉱事業。2007年11月、50%探鉱出資案件として採択。現在、探鉱の方針等に
ついて検討作業中。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

帝石スリナム石油株式会社

2003年1月の日露首脳会談において「日露エネルギー協力に関する声明」及び「日露行動計画」が発表され、この一環
として上流開発協力を進めることとなった。その後2007年6月に日露間で提唱された「極東・東シベリア地域での日露
間協力強化に関するイニシアチブ」に含まれる、エネルギー安全保障のため極東・東シベリア地域における日露両国企
業の協力を促進する方針に基づき、ロシア連邦イルクーツク州においてIrkutsk Oil Companyと共同で地質構造調査を
実施するため、同社51%、日本北イルクーツク石油株式会社（機構特定関連会社）の49%の出資をもって2007年10月に設
立。イルクーツク州北部のSevero-Mogdinsky鉱区での鉱業権ライセンスを取得し、今後は探鉱作業に向けての調査を実
施する予定。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

日本北イルクーツク
石油

INK-Sever

地上ﾀﾝｸ方式｡昭和52年6月から本格的な工事に着工､同年12月東基地において一部完成(20万KL分)し部分操業開始｡残りﾀ
ﾝｸについても東基地(一部完成分を含み約57万KL)が53年12月に､西基地(約57万KL)が54年3月に完成｡平成20年3月現在約
88万KLの原油を保管。

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 新潟石油共同備蓄㈱

地上ﾀﾝｸ方式｡昭和54年5月苫小牧東部開発(株)との間で土地売買契約を締結､直ちに工事に着手し､57年9月に第1期分(15
基)完成､58年10月には第2期分(16基)が完成｡平成20年3月現在約306万KLの原油を保管。

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 北海道石油共同備蓄㈱



22. 大分液化ガス共同備蓄　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油ガス備蓄施設整備のための出資

出資 (50.00%)

取引関連図

23. 鹿島液化ガス共同備蓄　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係 石油ガス備蓄施設整備のための出資

出資 (50.00%)

取引関連図

　　　※ この他に機構との間に個別役務契約(営業収益)がある。

24. 海鉱発フリエダ　株式会社（関連会社）

業務の概要

機構との関係

取引関連図 出資

出資

(51.45%) (100.00%)

(100.00%)

25. 財団法人　石油開発情報センター（関連公益法人等）

業務の概要

機構との関係 機構の海外地質評価等業務の委託及び補助金の交付

出捐

取引関連図 石油公団

業務委託 (一部承継）

深海資源開発㈱

パプア・ニューギニア国における鉱物資源の調査・探鉱及び開発並びに投融資。

海外における鉱物資源の探鉱に必要な資金を供給するための出資を海外鉱物資源開発㈱に対し行い、海外鉱物資源開発
㈱から海鉱発フリエダ㈱に出資されている。

石油等の探鉱開発に関する情報の収集、分析及び提供並びに調査及び研究。

(財)石油開発情報センター

海鉱発フリエダ㈱

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

海外鉱物資源開発㈱

地上ﾀﾝｸ方式(石油ｶﾞｽ低温ﾀﾝｸ)｡平成4年4月､基地建設工事に着工｡平成6年6月に基地完成し､同年7月に操業開始｡平成20
年3月現在約88千ﾄﾝのLPGを保管。

鹿島液化ガス共同備蓄㈱独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

地上ﾀﾝｸ方式(石油ｶﾞｽ低温ﾀﾝｸ)｡昭和60年6月､基地建設工事に着工｡昭和62年3月に基地完成し､同年4月に操業開始｡平成
20年3月現在約127千ﾄﾝのLPGを保管｡

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 大分液化ガス共同備蓄㈱



26. 日本ＧＴＬ技術研究組合（関連公益法人等）

業務の概要

機構との関係 共同研究負担金の交付

共同研究負担金（総事業費の2/3）

取引関連図

27. 財団法人　国際鉱物資源開発協力協会（関連公益法人等）

業務の概要

機構との関係 調査業務の委託等

取引関連図
業務委託

（注）「機構」：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

金属鉱産物の備蓄業務、調査業務、及び鉱物資源に係る国際協力業務。

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

財団法人国際鉱物資源開発協力協会

実証プラントでＧＴＬ技術の実証、ならびに商業化へ向けたスケールアップの検討等を行い、商業規模で技術的・経済
的に競争力をもつＧＴＬ技術を開発する。

日本GTL技術研究組合独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構


